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例会場
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例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1552回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

平成26年10月27日

卓話 「職業奉仕について」
西村委員長
「米山記念奨学会について」 木田委員長
今週の歌「限りなき道ロータリー」

先週内容
今後も地域奉仕活動に力を入れて参りたいと
思っております。
ポリオ感染が拡大、WHO、緊急事態宣言（パ
キスタン等10カ国で）
世界保健機構（WHO）は5日、パキスタンや
シリアなど10 ヶ国でポリオ（小児まひ）の感
染が拡大傾向にあり、国境を越えて広がるケー
スも出ているとして、国際的に懸念される公
衆衛生上の緊急事態を宣言、各国に予防接種
の徹底など警戒を呼びかけた。WHOが公衆衛
生上の緊急事態を宣言したのは、豚インフル
エンザの大量感染があった2009年4月以来。
WHOによると、2013年ポリオの感染者は世
界で417人。今年は既に74人が感染し、うち多
くがパキスタンでの感染という。今年に入り、
パキスタンからアフガニスタン、シリアから
イラク、カメルーンから赤道ギニアに国境を
越えて感染が広がるケースが見られた。WHO
はこのままではポリオ根絶は失敗に終わると
警告、国際社会が連携して問題に取り組むよ
う訴えた。
ポリオは口から感染するポリオウィルスが
神経を侵し、手足などが麻痺する病気で、乳幼
児がかかることが多い。

泉 博朗ガバナーとの懇談会

会長挨拶

田中
（慶）会長

国際ロータリー 2660地区 泉ガバナー公式訪問
どうぞこの後のご指示宜しくお願い致しま
す。
豊津第二小学校寄贈式典
今年度吹田西ロータリークラブでは地域活
動の奉仕活動と致しまして、豊津第二小学校
にバスケットゴールを寄贈させて頂きました。

職業奉仕月間・米山月間

次週 第1553回 例会予告

平成26年11月10日

卓話 「ロータリー財団月間」
榎原委員長
「炉辺談話報告 〜クラブ奉仕〜」 髙木委員長
Weekly No. 1552は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1553は家村副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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出席報告

阪本委員長

IM準備委員会

小林委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
2名
●出席会員数 43名 ●本日の出席率 95.56％
●9月29の出席率（メーキャップを含む） 100％

吹田西RCがホストを務めます本年度の地区
2組のIMテーマを、泉ガバナーが提唱されまし
た地区テーマ「一人一人の輝きであなたの地
域を輝かそう」といたしました。

泉ガバナーご入場

社会奉仕委員会

澁谷委員長

米山奨学生 金ジャンディさんに奨学金授与

幹事報告

本田幹事

◦RI日本事務局より、ロータリー財団寄付の
認証状とメダルが届いておりますので表彰
致します。
ポールハリスフェロー 木田 昌宏 会員
〃
田中 孝男 会員
マルチプルフェロー
河邊 哲郎 会員
◦前回、簡ガバナー補佐とのクラブ協議会議
事録をお配りしました。簡ガバナー補佐よ
りのEクラブ、新しいクラブの資料も添付し
てあります。
◦地区よりRI規定審議会の決定報告書に基づ
いて、
「ロータリーの心と実施」の改訂版を
地区HPに掲載されたとの案内が届きました。
ご希望の方はメールを転送致します。回覧
しますので、名前をご記入下さい。
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堀委員

RI第2660地区ガバナー
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金ジャンディ 様
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ロータリー財団委員会

榎原委員長

本日、梶山パスト会長、仲辻パスト会長より
特別寄付をいただきました。ご協力ありがと
うございました。

◦次回は定例理事会です。理事の方はご準備
ください。

ゲ

豊津第二小学校へのバスケットゴール一式
寄贈に伴い、10月14日（火）寄贈式典を行いま
した。
当クラブから田中会長はじめ本田幹事、青
木会員、井伊会員、大藤会員、橋本会員、紙谷
会員、阿部会員、髙木会員、木下会員、そして私、
澁谷会員の11名の出席を得て、また、小学校側
からは、校長、教頭、バスッケットクラブ顧問
の先生、そしてバスケットクラブの児童37名
の参加を得て執り行いました。
アトラクションとしてロータリークラブ会
員対児童チームのフリースローの競技対抗試
合を行いました。結果は当然バスケットクラ
ブチームの勝ちとなりました。当ロータリー
会員チームはまったく入らない人が多く、全
然ダメでしたが大変盛り上がり、児童達も楽
しんでくれた式典になったかと思います。ど
うもありがとうございました。

米山記念奨学会委員会

荻田副委員長

本日、梶山パスト会長、仲辻パスト会長より
特別寄付をいただきました。ご協力ありがと
うございました。

博朗 様
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ゴルフ同好会

勝させて頂きました。ありがとうござ
います。また、泉ガバナーをお迎えし
て！！
◆荻田会員
第１回田中会長杯で準優勝にしていた
だきました。
◆橋本（芳）会員
第１回会長杯ゴルフ参加できなくてす
みません。そしてガバナーお迎えして。
◆水間会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。
──────────────────
本日のニコニコ箱
61,000円
累計のニコニコ箱
444,000円

橋本（芳）会員

第1回 田中会長杯ゴルフコンペ
成績発表
ベスグロ優勝
準優勝
３位

第2回
日時
場所

木下会員
荻田会員
鈴木会員ご夫人

田中会長杯ゴルフコンペ
ご案内

平成26年12月17日（水）
茨木国際ゴルフ倶楽部

同好会会員皆様の多数のご参加宜しくお
願い致します。

ニコニコ箱

卓

話

「吹田西ロータリークラブ公式訪問卓話」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 泉 博朗 様

山岡副SAA

◆田中（慶）会長
RI第2660地区 泉ガバナー公式訪問
◆新井会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆瀧川会員
泉ガバナーのご訪問を歓迎して。
◆青木会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆井伊会員
泉ガバナーをお迎えして。本日はよろ
しくお願い致します。
◆河邊会員
泉博朗ガバナー、雨の中でのおはこび
頂きお疲れ様です。
◆小川会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆堀会員
泉ガバナーをお迎えして。宜しくお願
い致します。
◆本田会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆髙木会員
泉ガバナーをお迎えし、お喜び申し上
げます。
◆瀬川会員
ガバナーをお迎えして。
◆西村会員
泉ガバナー公式訪問を祝して。
◆仲辻会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆山岡会員
泉ガバナーをお迎えして。
◆木下会員
第一回田中会長杯ゴルフコンペにて優

皆様こんばんは、本年度、地区ガバナーを仰
せつかりました大阪帝塚山ロータリークラブ
の泉でございます。本日は、敬愛する吹田西
ロータリークラブの皆様方にお会いできまし
たこと誠に光栄であります。どうぞよろしく
お願いいたします。
吹田西ロータリークラブは1980年益邑会員
を初代会長として、34年の長きにわたり地区
にご貢献していただきましたこと、感謝申し
上げます。そしてチャーターメンバーとして
新井会員、梶山会員、中堀会員、鈴木会員、瀧
川会員には34年にわたり在籍をいただいてお
りますこと、誠に、2660地区の誇りであります。
今後ともよろしくお願いいたします。
2003年‒2004年には瀧川会員を、次年度には
新井会員をガバナー補佐として輩出され、小
林会員、木田会員には国際奉仕委員会、長屋会
員にはロータリー財団地区補助金グローバル
補助金担当グループに出向していただいてお
りますこと、高いところからではございますが、
あらためて、お礼を申し上げます。
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

本年度ＲＩ会長は台湾台北ＲＣのゲイリー
ホァン氏でありますが、そのテーマはLIGHT
UP ROTARY（ロータリーに輝きを）であ
ります。地区としてのテーマは「ひとりひとり
の輝きで、あなたの地域を輝かそう」でありま
す。RIの方針、地区の方針の詳細につきまして
は、ガバナー月信７月号を全会員に配布いた
しましたので、ご参照していただきたいと思
います。
ロータリーの基本方針は「親睦」と「奉仕」
であります。私は、ＰＥＴＳ、地区研修・協議
会におきまして「親睦は石垣 奉仕は城」と申
しました。いくら立派なお城でも、砂上の楼閣
では、やがて崩壊いたします。親睦を基礎とし
た絆で、より効果の高い奉仕が実現し、大きな
感動を共有することが出来るのです。また奉
仕を通じて、親睦が深まることを多く経験い
たしました。親睦を燃料とし、奉仕の炎を燃や
していただきたいのです。
「親睦」と「奉仕」の
結果、すなはち、
「ロータリー活動」の結果、私
たちは何を得るのでありましょうか。それは
「寛容の精神」と「信頼感」であります。
「親睦」
と「奉仕」を通じて、互いに理解し合い「信頼」
と「寛容」を感じ合うわけであります。
皆様の心に触れる奉仕活動を見つけていた
だきたいのです、そして、その「奉仕」を深め
ていただければいいわけであります。
「一隅を照らすこれすなわち国の宝なり」と
いう言葉があります。皆様おひとりおひとり
がご自身の周りを照らすことが結果として全
体を照らすという考え方であります、まさに
「Light up ROTARY」、
「ひとりひとりの輝きで、
あなたの地域を輝かそう」であります。
次に、
「職業奉仕」についてでありますが、
職業奉仕とは、
「職業をもって社会に奉仕する」
ということです、これは、コンプライアンス、
職業倫理を超越した、むしろ、個人として、ご
自身の職業とどの様に向かい合うかという、
いわゆる職業観、人生観に基づく奉仕と考え
られないでしょうか。自分の仕事がどのよう
に世の中に役に立っているのかを考えながら、
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そして、感じながら、仕事を出来るようになる
ことが、ロータリアンの目指すべき姿ではな
いかと思うわけであります。その指針が「4つ
のテスト」であり、
「最も奉仕する者、最も報
われる」という言葉であります。
未来は若者によって作られます、そして、若
者たちは、私たちを見て、未来を感じているの
です。若者の前では、明るい未来、力強い未来
を語って欲しいわけであります。
私たちの地区大会は12月5日、6日と行われ
ますが、テーマは「英知を集め未来を築こう、
今 羽ばたこう、未来に向かって」と致してお
ります。地区大会につきましては、例年同様全
員登録をお願いいたしたいと思っております。
全員のご登録と、ご参加のほどをよろしくお
願いいたします。
本年度は、ゲイリーホァンRI会長の推奨事
業であります「ロータリーデー」の実施をお願
いいたしております。地区といたしましては、
2015年5月5日のこどもの日に「ロータリーフェ
スティバル Light up OSAKA 考えよう
子供の未来に出来る事」と銘打って、中之島公
会堂を借り切りまして行う予定であります。
今年度のもう一つのキャッチフレーズは、
「楽しいロータリー、待ち遠しいロータリー、
わくわくするロータリー」であります。皆様が
集うかぎり、楽しくなくてはなりませんね。い
ろいろな楽しみを皆さんご自身のクラブの中
で見つけてほしいわけであります。
皆様おひとり、おひとりが活性化すれば、自
然と英知が集まり、未来を築く力が湧いてく
るということであります。
貴クラブの皆様は、私たちの仲間であります。
また、2660地区におきまして、なくてはならな
い存在であります。共に力を合わせ、意思の疎
通をはかり、この伝統ある2660地区のクラブ
であってよかった、ロータリアンでよかった
と言えるように感じていただき、今後とも益々
のご発展、ご活躍をされることを祈念いたし
まして、ご挨拶とさせていただきます。ありが
とうございました。

